大阪ビジネスフェア＿第2弾チラシ̲表̲その他用（堺商工会議所用＋その他に利用） 3校

入場
無料
ビジネスフェア
OSAKA

ものづくり展
-Credit Guarantee Corporation of Osaka-

平成28年

11月22日（火）10：00〜17：00

2016
約140もの

ブースが勢揃い！

マイドームおおさか 2階・3階 展示ホール（受付・3階）
大阪を中心に、東 北・近 畿・中国 地 方の 企 業 が集 結！！
公 的機 関・支 援機 関も多 数 出 展！！

企 業 を つ な ぐ 、未 来 を 創 る 。
棚橋 秀行

基調講演

氏

00
「人工衛星プロジェクト 〜モノづくりは人づくり〜」 11：
▼
●宇宙開発協同組合 ＳＯＨＬＡ専務理事 ●棚橋電機株式会社 代表取締役社長
大阪工業大学 電気工学科 卒業
棚橋電機株式会社 代表取締役社長
宇宙開発協同組合ＳＯＨＬＡ
（旧東大阪宇宙開発協同組合）専務理事

石黒 浩

14：00

●ロボット学者・大阪大学特別教授
大阪大学基礎工学研究科博士課程修了 工学博士
京都大学情報学研究科助教授、大阪大学工学研究科教授を経て、2013年より大阪大学特別教授。

世耕 石弘

定員 250名
基調講演

氏

「アンドロイドと未 来 社 会 」
提供：大阪大学

12：00

▼

15：00
定員 250名
基調講演

氏

20
「中小企業も使える 近大流コミュニケーション戦略」 15：
▼
●近畿大学 広報部 部長
１９９２年に大学を卒業後、近畿日本鉄道株式会社に入社。
ホテル事業、広報担当を経て、
２００７年近畿大学に奉職。
同大入学センター入試広報課長、
センター事務長を経て、
２０１５年４月より広報部部長、現在に至る。

※詳細については、当協会Webサイトをご覧ください。 大阪信用保証協会

16：20

定員 250名

検索

主催：大阪信用保証協会
協賛： 公益財団法人大阪産業振興機構、
一般財団法人信用保証サービスセンター
後援： 近畿経済産業局、
近畿財務局、
大阪府
協力： 中小機構 近畿、
ＭＯＢＩＯ
（ものづくりビジネスセンター大阪）
、
地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所、
大阪商工会議所、
公益財団法人大阪市都市型産業振興センター、
【IKK】大阪府異業種交流促進協議会、
三菱東京ＵＦＪ銀行、
三井住友銀行、
りそな銀行、
近畿大阪銀行、
池田泉州銀行、
紀陽銀行、
関西アーバン銀行、
大正銀行、
大阪信用金庫、
大阪厚生信用金庫、
大阪シティ信用金庫、
大阪商工信用金庫、
永和信用金庫、
北おおさか信用金庫、
枚方信用金庫、
尼崎信用金庫、
のぞみ信用組合
【ORBITコンピュータシステム参加信用保証協会】
山形県信用保証協会、
島根県信用保証協会、
和歌山県信用保証協会、
秋田県信用保証協会、
青森県信用保証協会、
鳥取県信用保証協会
【近畿地区信用保証協会】
滋賀県信用保証協会、
京都信用保証協会、
兵庫県信用保証協会、
奈良県信用保証協会
（順不同）

大阪ビジネスフェア＿第2弾チラシ̲裏

5校

OSAKA ビジネスフェア ものづくり展 2016 出展企業一覧
伝統工芸

47 有限会社中製作所（大阪府）

93 株式会社木幡計器製作所（大阪府）
生 活・サ ービス関 連

1

大阪錫器株式会社（大阪府）

48

2

オーヤパイル株式会社（和歌山県）

49 株式会社ナカリキッドコントロール（大阪府）

94 有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所（大阪府）

3

合資会社経徳製作所（秋田県）

50 ナビタス株式会社（大阪府）

95 株式会社あすなろ工芸（大阪府）

4

（大阪府）
株式会社光栄プロテック

51 日新計器株式会社（大阪府）

96 出雲カーボン株式会社（島根県）

5

（和歌山県）
株式会社コーゾー

52

6

有限会社種村建具木工所（大阪府）

53 日東商事株式会社（大阪府）

（大阪府）
98 株式会社ウラノ

7

津呂橋工務店（大阪府）

54 株式会社日本ラスパート（大阪府）

（京都府）
ｔ
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株式会社中屋敷技研（青森県）

株式会社日清精工（大阪府）

金属・機械・プラスチック・ゴム・その他製造関連 55 野田金属工業株式会社（大阪府）

97 株式会社ウイルマン（京都府）

100 Caminoz（大阪府）

8

アクテック株式会社（大阪府）

56

9

アケボノ株式会社（島根県）

57 株式会社野原熱錬工作所（島根県）

102 株式会社秀英（大阪府）

58 株式会社光製作所（大阪府）

103 新興弇栓株式会社（大阪府）

10 上村金網工業株式会社（大阪府）

株式会社ノチダ（大阪府）

11 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー（鳥取県） 59 藤塚精密金型株式会社（大阪府）
12

栄光技研株式会社（大阪府）

60

フセハツ工業株式会社（大阪府）

101 株式会社シェルター（山形県）

104 信和ワイヤークロス株式会社（大阪府）
105 株式会社ダイドー（奈良県）

13 エイコー電子工業株式会社（島根県）

61 伏虎金属工業株式会社（和歌山県）

106 テクノグローバル株式会社（大阪府）

14 株式会社エイトテック（大阪府）

62 松田安鐵工所（鳥取県）

107 寺西化学工業株式会社（大阪府）

15 株式会社Kamogawa（京都府）

63 有限会社丸之内マシーナリ（和歌山県）

108 東亜林業株式会社（兵庫県）

16 株式会社可門プリントラボ（大阪府）

64 瑞穂工業株式会社（大阪府）

109 株式会社トービ（大阪府）

17 株式会社関西工作所（大阪府）

65 有限会社森田製針所（大阪府）

110 ニチレイマグネット株式会社（大阪府）

18 紀州技研工業株式会社（和歌山県）

66 株式会社ヤスイ（島根県）

111 株式会社ニューフィールド（大阪府）

19 木田精工株式会社（大阪府）

67 八十島プロシード株式会社（大阪府）

112 株式会社ハーネスト（大阪府）

20 旭東電気株式会社（大阪府）

68 山岡金属工業株式会社（大阪府）

113 畑中産業株式会社（奈良県）

21 株式会社ケーワールドism（大阪府）

69 株式会社山崎（大阪府）

114 有限会社日吉商会（奈良県）

22 向陽エンジニアリング株式会社（大阪府）

70 ヤマト・H2Energy Japan株式会社（大阪府）

115 株式会社フォーオール（大阪府）

23 株式会社コーク（島根県）

71 株式会社山本金属製作所（大阪府）

116 プリマール株式会社（大阪府）

24 コバヤシ産業株式会社（大阪府）

72 エフ・シー・アール・アンドバイオ株式会社（兵庫県） 117 株式会社ベル玩菓（大阪府）

25 佐々木化学薬品株式会社（京都府）

73 株式会社グリーン・アート（大阪府）

118 マツモラ産業株式会社（大阪府）

26 株式会社三晃精密（和歌山県）

74 マルヰ産業株式会社（大阪府）

119 株式会社丸由（滋賀県）

27 三郷金属工業株式会社（大阪府）

75 株式会社ロジ・サイエンス（島根県）

120 株式会社モリアン（大阪府）

28 Jトップ株式会社（大阪府）

医 療・福 祉・介 護 関 連

121 ヤマシタパイル有限会社（和歌山県）

29 株式会社ジグテック（大阪府）

76 株式会社アルファ技研（兵庫県）

122 株式会社ユー・シート（和歌山県）

30 株式会社繁原製作所（大阪府）

77 株式会社大木工藝（滋賀県）

123 株式会社Re-fa（大阪府）

31 株式会社シナガワ（大阪府）

78 有限会社サンパック（鳥取県）

124 株式会社ルカコ（大阪府）

32 株式会社伸明（大阪府）

79 ジャスト株式会社（大阪府）

33

スマック株式会社（大阪府）

80

（京都府）
株式会社トライマント

支援機関

125 大阪府立大学

34 星朋商工株式会社（大阪府）

81 ニチニチ製薬株式会社（大阪府）

126 大阪産業大学

35 株式会社曽田鐵工（島根県）

82 ハイジーンシステム株式会社（兵庫県）

127 大阪芸術大学

36 株式会社太洋工作所（大阪府）

83 Ｖ・ＴＥＣ株式会社（鳥取県）

128 地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所

37

第一大宮株式会社（大阪府）

84

株式会社ポリホス化学研究所（大阪府）

129 中小機構 近畿

38 株式会社ダイプラ（大阪府）

85 有限会社ルウ研究所（鳥取県）

130 大阪商工会議所

39 竹内電機株式会社（兵庫県）

86 渡嘉毛織株式会社（大阪府）

131 大阪府よろず支援拠点（公益財団法人大阪産業振興機構）

40 株式会社ダサイ（島根県）
41

智頭電機株式会社（大阪府）

ＩＴ関 連

87

132 次世代医療システム産業化フォーラム

株式会社ISO総合研究所（大阪府）

133 ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）

42 株式会社DG TAKANO（大阪府）

88 株式会社アスコット（大阪府）

134 大阪弁護士会 中小企業支援センター

43 寺田薬泉工業株式会社（京都府）

89 インスペック株式会社（秋田県）

135 日本公認会計士協会近畿会

44 特殊梯子製作所有限会社（兵庫県）

90 株式会社ダイセン電子工業（大阪府）

136 大阪府社会保険労務士会

45

株式会社豊里金属工業（大阪府）

46 仲精機株式会社（大阪府）
お問い合わせ先

91

株式会社タカハタ電子（山形県）

92 株式会社ベルチャイルド（大阪府）

大阪信用保証協会 経営支援部

137 一般社団法人大阪中小企業診断士会
138 日本弁理士会近畿支部

〒541‐0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館10Ｆ サポートオフィス
TEL：06-6260-1725 FAX：06-6260-1787 E-mail：keieisien@cgc-osaka.jp

